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2. 事業所の紹介

■ 川崎（本社）
■ 所在地：神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
■ 開設：1968年
■ 従業員数：約940名

■ 厚木
■ 所在地：神奈川県厚木市森の里若宮10-1
■ 開設：1983年
■ 従業員数：約260名

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/1/7 ページ

当社は、「自然と共生するものづくり」を追求してきた富士通グループの一員として、
環境貢献を最重要事項の一つと位置づけ、FUJITSU Wayの企業指針「社会に貢献し地球
環境を守ります」に基づき、研究開発に取り組んでいます。

川崎（本社） 厚木

1. ごあいさつ

今、世界は気候変動、環境破壊、貧困、紛争、食糧危機などの環境問題を包含した様々な社会問
題に直面しています。これに対し、脱炭素化社会を目指したパリ協定（2016年11月発効）や「誰
も取り残さない」をスローガンにした持続可能な社会構築に向けた開発目標（SDGs：Sustainable 
Development Goals、2015年9月国連で採択）が世界的に合意され、世界全体が共通の目標に向
かい、様々な社会問題を解決すべく、かつてない速度で変化しています。

こうした背景を踏まえ、富士通研究所ではSDGsが掲げる様々なゴール（健康、インフラ、都市、
気候変動、生物多様性など）の実現に向け、先端材料、コンピュータ、ICTシステムなどの研究開
発から次世代のソリューション／サービス／ビジネスモデルの創出までの幅広い分野において、持
続可能な社会の実現に貢献するための研究開発を進めています。

さらに、私たちは開発した技術だけに留まらず、イノベーション創出の原動力となるICTと世界の
優れた知見やアイデアと我々の技術や経験を組み合わせ、Digital Co-creationによるシナジーを創
出し、世界の多岐に渡る社会問題解決に向け推進していきます。

株式会社富士通研究所
代表取締役社長 佐々木 繁
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■ 環境に配慮した研究開発（先端グリーンR&Dの推進）
■ 富士通グループは、2016年度から2018年度の環境目標「第8期富士通グループ環境行動計画」を策定しました。この行動計

画は、「社会への貢献」と「自らの事業活動」の2軸で構成されています。
■ 富士通研究所は、「社会への貢献」の中で、「先端グリーンR&Dの推進」に取り組んでおり、環境課題の解決に向けた革新

的技術開発を目標に掲げています。
■ 2017年度の実績・成果

■ 重点グリーン技術の発信強化
・第8期環境行動計画では、開発したグリーン重点技術に関して外部へのさらなる発信力強化を目指しており、2017年度はマ

スコミ発表・学会発表・展示会発表を通じてICTの環境価値を社外にアピールしました。
・2017年度に外部発表した技術は、SDGsの観点で「すべての人を健康に（目標3）」、「強靭なインフラ構築（目標

9）」、「持続可能なレジリエントでサステナブルな都市実現（目標11）」、「気候変動軽減（目標13）」、「生物多
様性の損失を防止（目標15）」に対応し、様々な社会課題の解決に貢献し、トータルで下記25件になります。

・研究開発実績 （25件）
(1)インフラ不要の端末間直接通信技術fipick（ファイピック）（2017.04.05）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/04/5.html
(2)超薄型手のひら静脈認証技術（2017.04.17）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/04/17.html
(3)組み合わせ最適化問題を高速に解く計算機アーキテクチャー「デジタルアニーラ」を開発（2017.05.16）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/05/16-2.html
(4)コールセンターの問い合わせにAIがチャットで自動応答する技術（2017.05.16）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/05/16-1.html
(5)高い電圧を持つリン酸鉄系リチウム二次電池用正極材料を開発（2017.05.29）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/05/29.html
(6)データ流通市場の参加者間をつなぐ情報指向ネットワーキング技術（2017.06.05）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/06/5.html
(7)LEDの光に情報を付与し、スマートフォンのカメラで情報を受信する技術（2017.06.09）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/06/9.html
(8)CT検査におけるAIを活用した類似症例検索技術（2017.06.23）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/06/23.html
(9)データセンターのラックあたりのサーバ実装密度を向上させる仮想サーバ制御技術（2017.06.27）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/06/27.html
(10)ミリ波帯を用いたGaN-HEMT高出力デバイスおよび回路設計技術（2017.07.24）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/07/24.html
(11)ブロックチェーンのトランザクション処理を高速化する技術（2017.07.31）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/07/31.html
(12)AI技術により橋梁内部の損傷度合いを推定する技術（2017.08.28）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/08/28.html
(13)最適な保育所入所選考を実現するAIを用いたマッチング技術（2017.08.30）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/08/30.html
(14)世界最高伝送密度の光送受信技術と高速省電力の光変調伝送技術（2017.09.19）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/09/19-2.html
(15)モバイル機器充電時の消費電力を大幅に削減するGaN-HEMT ACアダプターを開発（2017.09.19）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/09/19-1.html
(16)プログラムのデバックにおいて、新規バグに対してパッチ候補を自動生成する技術（2017.10.11）

http://www.fujitsu.com/us/about/resources/news/press-releases/2017/fla-20171011-02.html
(17)オープンデータを使い、自治体の特性を環境・社会・経済の側面から見える化、分析する技術（2017.11.01）

http://www.fujitsu.com/jp/group/ssl/resources/news/press-releases/2017/1101.html
(18)船の速度や燃料消費量などの船舶性能を高精度で推定する技術（2017.11.01）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/11/1.html
(19)第5世代移動通信システム向け無線通信の大容量化技術（2017.11.07）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/11/7.html
(20)質量分析計の測定データ処理におけるAI活用技術（2017.11.13）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/11/13.html
(21)ブロックチェーン同士を安全につなげるセキュリティ技術（2017.11.15）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/11/15.html
(22)地域に特化した津波の伝搬特性を考慮した高精度な津波予測技術（2017.11.24）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/11/24.html
(23)LPWA（Low Power Wide Area）に対応した電池交換不要の世界最小センサーデバイスを開発（2017.12.04）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/12/4-1.html
(24)FPGAアクセラレータを活用したWAN(Wide Area Network)高速化技術（2017.12.11）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2017/12/11.html
(25)クラウド全体から運用データを収集・分析し、お客様システムの運用を可視化・調整する技術（2017.03.28）

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2018/03/28-1.html

3. グリーンICTへの取り組み

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/
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■ SDGs（国連の持続可能な開発目標）への貢献
・2017年度、富士通研究所は、SDGsの観点で、「すべての人を健康に（目標3）」 、「強靭なインフラ構築（目標9）」、 「気
候変動軽減（目標13）」に貢献可能な技術を開発し発信しましたので、事例を紹介します。

・目標3（すべての人を健康に）の事例
CT検査におけるAIを活用した類似症例検索技術（2017.06.23発表）

従来、初期の肺がんなどのように異常陰影が1カ所に集中している場合は、CT画像を元に類似症例を検索する技術を使って
いました。しかし、肺炎などのびまん性肺疾患のように、臓器全体に異常陰影が立体的に広がる場合には、立体的な類似性
を医師が改めて確認していく必要があり、判断に時間がかかっていました。
今回、株式会社富士通研究所は、CT検査において、過去に撮影されたCT画像のデータベースの中から、異常陰影の立体的な
広がり方が類似する症例を検索する技術を開発しました。この技術では、まず、CT画像から異常陰影候補を機械学習によっ
て認識します（図(a)）。次に、CT画像において比較的明瞭な部分から中枢と末梢の境界面を順次推定することにより、肺を
中枢および末梢の領域に分割します（図(b)）。最後に、上下方向の体軸に沿って、中枢および末梢の領域に存在するそれぞ
れの異常陰影候補の個数をヒストグラム化して（図(c)）、異常陰影の立体的な広がりの特徴を見ることにより、類似する症
例を検索します。これにより、従来は医師の判断に時間がかかっていた症例に対しても診断時間の短縮が可能となり、診療
業務の効率化が期待できます。

図： 開発した類似症例検索技術
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・目標9（強靭なインフラ構築）の事例
ブロックチェーンのトランザクション処理を高速化する技術（2017.07.31発表）

ブロックチェーンは、中央集権的な管理者を持たずに、高い透明性と信頼性を担保しつつ、耐改ざん性に優れたシステムを実
現する技術として、金融分野をはじめとする様々な分野での利用が期待されています。
今回、 株式会社富士通研究所は、これまでボトルネックとなっていたアプリケーションとブロックチェーン基盤との間の通
信処理を効率化することにより、トランザクション処理を高速化する二つの技術（データの差分更新機能と一括更新機能）を
開発しました。本技術を「Hyperledger Fabric v0.6.1」（注）に実装して測定したところ、取引性能において従来方式と比
べ約2.7倍の高速化を実現しました。本技術により、高い性能が要求されるオンライン取引システムへのブロックチェーン技
術の適用が可能になります。

（注）Hyperledger Fabric v0.6.1：
ブロックチェーンに関するオープンソースソフトウェアフレームワークの安定版（2017年7月5日現在）

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/
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・目標13（気候変動軽減）の事例
データセンターのラックあたりのサーバ実装密度を向上させる仮想サーバ制御技術（2017.06.27発表）

現在、データセンターでは、ラックへのサーバ搭載台数は、サーバの定格電力の合計値がラックの給電量以下となるように決
められています。しかし、実際にはサーバの負荷が10～50%程度の場合も多く、負荷に比例するラックあたりの電力使用量
は定格電力に対して低い状態でした。
今回、株式会社富士通研究所は、効率的なサーバ配置を実現する仮想サーバ制御技術を開発しました。この技術は、データセ
ンター内に予備のサーバからなる区画を設け、仮想サーバの物理配置と電力消費に基づいて予備の区画に仮想サーバのマイグ
レーション（移行）を行うというものです。これにより、仮想サーバが動作しているラックであれば、実装密度向上による
データセンターのスペース削減が可能となり、サーバラックの稼働効率を90％とした一例では、スペースを40％削減できる
ことを試算しました。

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/

図： 差分更新機能および一括更新機能による通信回数削減 （口座AからBへX円送金する場合）

図： データセンターのサーバ実装密度を高めるための仮想サーバ制御技術
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4. 環境活動

■ 温暖化対策
■ エネルギーCO2排出量の抑制

エネルギーCO2の排出抑制に向けて、各事業所にて
省エネ活動に取り組んでいます。

・計画的な設備投資
→ 省エネ型ポンプ類の導入

LED照明器具への更新
・電力消費の徹底的な無駄排除

→ 昼休み一斉消灯、照明器具単位での消灯
カードリーダによるエリア単位での空調制御

・室内への外気影響抑制
→ 窓の省エネ型複層ガラスへの更新

・クールビズ・ウォームビズの推進

5. 社会貢献活動

■ 環境社会貢献

第41回 清掃ボランティア（2017年6月） 第42回 清掃ボランティア（2017年11月）

■ ボランティア清掃（厚木地区）
春と秋の年2回、近隣企業3社と協力して事業所周辺の清掃活動に取り組んでいます。20年を超える長年の活動の効果もあり、
年々ゴミの回収量は減っています。自然に恵まれた事業所周辺地区の環境美化に貢献するため、今後も本活動を継続します。

※ 電力使用量に対するCO2排出量換算係数［トン－CO2/MWh ］
【2012～2015年度】0.570 →【 2016年度～】0.534

［ﾄﾝ］ エネルギーCO2排出量

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/

■ 川崎 ■ 厚木


Graph1

		2013年度		2013年度
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Sheet1

				厚木 アツギ		川崎 カワサキ

		2013年度 ネン		12,701		3,203

		2014年度 ネン		12,589		3,223

		2015年度 ネン		12,641		3,477

		2016年度 ネン		12,087		3,406

		2017年度 ネン		11,454		3,596

				グラフのデータ範囲の大きさを変更するには、範囲の右下隅をドラッグしてください。

		電力使用量 デンリョクシヨウリョウ		変換係数（旧） ヘンカンケイスウキュウ		変換係数（新） ヘンカンケイスウシン

		18,528,480		0		1

		7,541				10,561

		2,181				2,181

		10				10

		1				1

		1				1

		9,733				12,754
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6. 生物多様性

■ 生物多様性保全
■ 絶滅危惧植物の保護（厚木地区）

敷地内には「キンラン」、「ギンラン」、「エビネ」などの環境省や都道府県が指定する絶滅危惧／準絶滅危惧種が
自生しています。囲いやパネル表示などで自生場所を保護し、生物多様性保全に努めています。

（2018年6月 撮影）

エビネキンラン

■ ビオトープの設置（厚木地区）
敷地内にビオトープを設置しています。魚が生息しているほか、毎年、蓮の花が咲き、アメンボやトンボ、カエルなど
いろいろな生き物を観察できます。たくさんのオタマジャクシがカエルになって森に帰っていきます。

保護エリア表示

（2018年6月 撮影）

（2018年4月 撮影） （2018年4月 撮影）

7. 環境マネジメントシステム

■ 環境マネジメントシステム
富士通グループでは、国際規格ISO14001にもとづく環境マネジメントシステムを構築し、環境活動を推進しています。
富士通研究所は富士通グループの一員として、川崎地区と厚木地区において、それぞれ環境マネジメントシステムを運用
し、環境負荷軽減に向けた活動の推進に取り組んでいます。

【川崎地区】
■ 2000年 ISO14001認証を取得

【厚木地区】
■ 1998年 ISO14001認証を取得

【川崎地区／厚木地区】
■ 2004年 全社一括 ISO14001認証を取得
■ 2005年 ISO14001グローバル統合認証を取得
■ 2015年 ISO14001グローバル統合認証を更新

報告URL：http://www.fujitsu.com/jp/labs/about/environment/
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8. 環境方針

■ 川崎地区
川崎工場の一組織として、川崎工場の環境方針（※）のもとで環境活動を推進しています。

（※） 川崎工場の環境方針は「川崎工場 環境報告書」をご参照ください。
http://www.fujitsu.com/jp/about/resources/reports/sustainabilityreport/group/

■ 厚木地区
独立拠点として、富士通グループ環境方針（※）にうたわれた「地球環境の保全ならびに社会の持続可能な発展に貢献
する」という基本理念を体現するため、ICTに関わる機器、デバイス、材料を中心とした研究開発拠点の機能に鑑み、
以下の方針を定め、これに基づいた活動を行います。

(1) 環境に関わる法規制、協定ならびに富士通グループ環境方針を守ります。
(2) 環境への負荷の軽減と汚染の予防を行うため、ISO14001に準拠した環境管理システムを運用し、業務の変化に対応し、

継続的に改善します。
(3) 環境課題の解決に向け、革新的技術を開発します。
(4) 自らの事業活動に伴って生じる直接的な環境負荷の低減を進めます。

・エネルギー ： 合理化による使用量削減の推進
・廃棄物 ： ゼロエミッションの維持と総発生量の抑制
・化学物質 ： 取扱い管理の強化と汚染の未然防止

(5) 地域性を活かした環境社会貢献活動、生物多様性保全活動を推進します。
(6) 本方針を達成するため、環境目的、環境目標、あるいは運用管理項目を明確に定め、その内容を定期的にレビューし、

より良い環境管理活動の推進を図ります。
(7) 環境方針は、厚木地区の全員に周知し、一般にも開示します。

（※）富士通グループ環境方針
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/approach/policy/
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